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石狩川下流域における減災・流域治水対策の推進に向けて 

～「減災対策協議会（地域部会）」及び「流域治水協議会（地域部会）」を同日開催～ 

 

 

 

 
 

 

減災対策協議会（地域部会)では、堤防の決壊や越水等に伴う氾濫に備え、河川管理者、北海道、

市町村等の関係者が連携して減災のための目標・取組方針を共有し、社会全体で常に洪水に備える

「水防災意識社会」を再構築することを目的として、ハード・ソフト対策を一体的、計画的に進め

ており、その取組状況についてのフォローアップ等を行います。 

また、流域治水協議会(地域部会)では、近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻

発化に備え、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計

画的に推進することを目的として、「流域治水プロジェクト」にもとづく取組状況についてのフォ

ローアップ等を行います。 

今回、両協議会について、下記のとおりに同日開催（テレビ会議）することとしましたので、お

知らせいたします。 

  

記 

 

１ 開催日 

・1/19（水）10:00～12:00 空知川地域部会 

・1/20（木）13:30～15:30 夕張川上流地域部会 

・1/24（月）13:30～15:30 豊平川外地域部会 

・1/26（水）10:00～12:00 千歳川外地域部会 

・1/28（金）13:30～15:30 幾春別川外地域部会 

・1/31（月）13:30～15:30 雨竜川外地域部会 

     ※ 前半：減災対策協議会、後半：流域治水協議会 

 

石狩川下流域におけるハード・ソフト対策が一体となった減災・流域治水対策の推進に向け、

第7回「石狩川下流域外減災対策協議会（地域部会）」及び第2回「石狩川（下流）水系外流域治

水協議会（地域部会）」を下記のとおりに同日開催しますので、お知らせします。 



２ 開催方法 

   ビデオ会議（Ｗｅｂｅｘ）による開催 

 

３ 議事内容 

  （１）石狩川下流域外減災対策協議会（地域部会） 

    ・規約の改定（案）について 

    ・関係機関からの情報提供について 

    ・減災対策における取組状況等について 

    ・その他連絡事項について 

 

  （２）石狩川（下流）水系外流域治水協議会（地域部会) 

    ・規約の改定（案）について 

・流域治水における取組状況について 

・石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト(変更案)について 

・２級水系流域治水プロジェクト（案）について（豊平川外地域部会のみ） 

・今後のスケジュールについて 

・その他連絡事項について 

 

４ 地域部会構成員 

   別紙のとおり 

 

５ 公開等 

  ◯報道関係の方に限り以下の場所で傍聴が可能です。 

・1/19（水）空知川地域部会 

札幌開発建設部 4階 1 号会議室及び空知川河川事務所会議室 

・1/20（木）夕張川上流地域部会 

札幌開発建設部 4階 1 号会議室及び江別河川事務所会議室 

・1/24（月）豊平川外地域部会 

札幌開発建設部 4階 3 号会議室及び札幌河川事務所会議室 

・1/26（水）千歳川外地域部会 

札幌開発建設部 4階 2・3会議室及び千歳川河川事務所会議室 

・1/28（金）幾春別川外地域部会 

札幌開発建設部 4階 1 号会議室及び岩見沢河川事務所会議室 

・1/31（火）雨竜川外地域部会 

       札幌開発建設部 4階 3 号会議室及び滝川河川事務所会議室 

 

  ◯傍聴にあたりましては、以下注意事項の厳守にご協力をお願いいたします。 

    ・事前登録は不要ですが、開始 10分前までに会場へお越しください。 

    ・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来場する際はマスク着用等のご協力をお願い

いたします。 

    ・座席数の関係から、入場を制限する場合がありますので、予めご了承ください。 



  ◯会議での配布資料は、後日、札幌開発建設部のホームページに掲載します。 

   「石狩川下流域外減災対策協議会」 

   https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/kluhh400000066zp.html 

「石狩川（下流）水系外流域治水協議会」 

   https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/gburoi000000z0s1.html 

 

【問合せ先】 

 （１）石狩川下流域外減災対策協議会 

    国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

          河川管理推進官  平塚 修二（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

   河川整備保全課 水防災対策官  三上 達也（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

 （２）石狩川（下流）水系外流域治水協議会 

    国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

          流域治水対策官  森田 共胤（電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン） 

      河川計画課 流域計画官  大島 省吾（電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン） 

 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 
 

 



地域部会長　　重複自治体 ( )は議題内容などにより必要に応じて参加

豊 平 川 外 千 歳 川 外 夕 張 川 上 流 幾 春 別 川 外 雨 竜 川 外 空 知 川

札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官
北 海 道 札幌開発建設部次長(河川) 札幌開発建設部次長(河川) 札幌開発建設部次長(河川) 札幌開発建設部次長(河川) 札幌開発建設部次長(河川) 札幌開発建設部次長(河川)

札幌河川事務所長（部会長） 千歳川河川事務所長（部会長） 江別河川事務所長（部会長） 岩見沢河川事務所長（部会長） 滝川河川事務所長（部会長） 空知川河川事務所長（部会長）

開 発 局 豊平川ダム統合管理事務所長 江別河川事務所長 夕張川ダム総合管理事務所長 滝川河川事務所長

札幌市長 江別市長                (当別町長) 栗山町長 新篠津村長 滝川市長                雨竜町長 芦別市長

(江別市長) 南幌町長                (月形町長) 由仁町長 岩見沢市長 砂川市長                北竜町長 赤平市長

石狩市長 北広島市長 夕張市長 美唄市長 深川市長                沼田町長 (滝川市長)

当別町長 恵庭市長 三笠市長 奈井江町長              幌加内町長 (砂川市長)

長沼町長 月形町長 浦臼町長                上砂川町長 富良野市長

千歳市長 新十津川町長            歌志内市長 上富良野町長

(新篠津村長) 妹背牛町長 中富良野町長

(岩見沢市長) 秩父別町長 南富良野町長

札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長

旭川地方気象台次長 旭川地方気象台次長

石狩振興局地域創生部長 石狩振興局地域創生部長 空知総合振興局地域創生部長 石狩振興局地域創生部長 空知総合振興局地域創生部長 空知総合振興局地域創生部長

空知総合振興局地域創生部長 空知総合振興局地域創生部長 上川総合振興局地域創生部長 上川総合振興局地域創生部長

空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局

　札幌建設管理部用地管理室長 　札幌建設管理部用地管理室長 　札幌建設管理部用地管理室長 　札幌建設管理部用地管理室長 　札幌建設管理部用地管理室長 　札幌建設管理部用地管理室長

　札幌建設管理部事業室長 　札幌建設管理部事業室長 　札幌建設管理部事業室長 　札幌建設管理部事業室長 　札幌建設管理部事業室長 　札幌建設管理部事業室長

上川総合振興局 上川総合振興局

　旭川建設管理部用地管理室長 　旭川建設管理部用地管理室長

　旭川建設管理部事業室長 　旭川建設管理部事業室長

北海道電力

株式会社

警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長

旭川方面本部警備課長 旭川方面本部警備課長

中央警察署長　　　　　白石警察署長 厚別警察署長 栗山警察署長 江別警察署長 滝川警察署長 芦別警察署長

東警察署長　　　　　　豊平警察署長 江別警察署長 岩見沢警察署長 赤歌警察署長 赤歌警察署長

西警察署長　　　　　　厚別警察署長 千歳警察署長 美唄警察署長 深川警察署長 富良野警察署長

南警察署長　　　　　　手稲警察署長 栗山警察署長

北警察署長

札幌河川事務所 千歳川河川事務所 江別河川事務所 岩見沢河川事務所 滝川河川事務所 空知川河川事務所

　総務課長 　総務課長 　総務課長 　総務課長 　総務課長 　総務課長

　計画課長 　計画課長 　計画課長 　計画課長 　計画課長 　河川課長

札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部

石狩振興局地域創生部主幹 空知総合振興局地域創生部主幹 空知総合振興局地域創生部主幹 空知総合振興局地域創生部主幹 空知総合振興局地域創生部主幹 空知総合振興局地域創生部主幹

石狩振興局地域創生部主幹 石狩振興局地域創生部主幹 上川総合振興局地域創生部地域政策課主幹 上川総合振興局地域創生部地域政策課主幹

空知総合振興局札幌建設管理部
　維持管理課長
　治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　維持管理課長
　治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　維持管理課長
　治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　維持管理課長
　治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　維持管理課長
　治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　維持管理課長
　治水課長

札幌市 上川総合振興局旭川建設管理部 上川総合振興局旭川建設管理部

　河川事業課長 　維持管理課長 　維持管理課長

　河川管理課長 　治水課長 　治水課長

　防災課長
　河川計画課長
　河川整備保全課長

事 務 局

　防災課長
　河川計画課長
　河川整備保全課長

　防災課長
　河川計画課長
　河川整備保全課長

　防災課長
　河川計画課長
　河川整備保全課長

　防災課長
　河川計画課長
　河川整備保全課長

　防災課長
　河川計画課長
　河川整備保全課長

北海道警察

石狩川下流域外減災対策協議会　地域部会構成員

地域部会 

市 町 村

気 象 台

北 海 道

空知総合振興局札幌建設管理部
　事業課長（副部会長）
　当別出張所長

空知総合振興局札幌建設管理部
　千歳出張所長（副部会長）
　岩見沢出張所長
　長沼出張所長
　事業課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　長沼出張所長（副部会長）
　岩見沢出張所長

空知総合振興局札幌建設管理部
　岩見沢出張所長（副部会長）
　当別出張所長
　事業課長

空知総合振興局札幌建設管理部
　滝川出張所長(副部会長）
　深川出張所長
上川総合振興局旭川建設管理部
　事業課長

上川総合振興局旭川建設管理部
　富良野出張所長（副部会長）
空知総合振興局札幌建設管理部
　滝川出張所長

札幌水力センター所長 旭川水力センター所長 旭川水力センター所長



地域単位 豊 平 川 外 千 歳 川 外 夕 張 川 上 流 幾 春 別 川 外 雨 竜 川 外 空 知 川

札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川）

札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業）

旭川開発建設部次長（農業）

北 海 道 札幌河川事務所長（部会長） 千歳川河川事務所長（部会長） 江別河川事務所長（部会長） 岩見沢河川事務所長（部会長） 滝川河川事務所長（部会長） 空知川河川事務所長（部会長）

開 発 局 豊平川ダム統合管理事務所長 江別河川事務所長 夕張川ダム総合管理事務所長 幾春別川ダム建設事業所長 雨竜川ダム調査事業所長 滝川河川事務所長

札幌北農業事務所長 札幌北農業事務所長 岩見沢農業事務所長 深川農業事務所長 岩見沢農業事務所長

札幌南農業事務所長 札幌北農業事務所長 岩見沢農業事務所長 富良野地域農業開発事業所長

岩見沢農業事務所長

北 海 道 石狩森林管理署　森林技術指導官 石狩森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官

森　　林 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署北空知支署　総括森林整備官 上川南部森林管理署　森林技術指導官

管 理 局

国立研究開発法人 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局

森林研究・整備機構 札幌水源林整備事務所長 札幌水源林整備事務所長 札幌水源林整備事務所長 札幌水源林整備事務所長 札幌水源林整備事務所長 札幌水源林整備事務所長

 森林整備センター

札幌市長 江別市長 夕張市長 新篠津村長 滝川市長　　　　　　　妹背牛町長 芦別市長

石狩市長 千歳市長 由仁町長 岩見沢市長 砂川市長　　　　　　　秩父別町長 赤平市長

当別町長 恵庭市長 栗山町長 美唄市長 歌志内市長　　　　　　雨竜町長 富良野市長

北広島市長 三笠市長 深川市長　　　　　　　北竜町長 上富良野町長

南幌町長 月形町長 奈井江町長　　　　　　沼田町長 中富良野町長

長沼町長 上砂川町長　　　　　　幌加内町長 南富良野町長

浦臼町長

新十津川町長

石狩振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局

　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長

　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長

　森林室長 　森林室長 　森林室長 　森林室長

空知総合振興局 石狩振興局 胆振総合振興局 石狩振興局 上川総合振興局 上川総合振興局

　森林室長 　地域創生部長 　森林室長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長

　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長

　地域産業担当部長 　地域産業担当部長

　南部森林室長

空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局

　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長

　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長

上川総合振興局 上川総合振興局

　旭川建設管理部　用地管理室長 　旭川建設管理部　用地管理室長

　旭川建設管理部　事業室長 　旭川建設管理部　事業室長

石狩振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部

　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長

　南部耕地出張所長 　南部耕地出張所長 　東部耕地出張所長 　東部耕地出張所長 　北部耕地出張所長

　北部耕地出張所長

石狩振興局　産業振興部 石狩振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部

　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長

　上川中部整備室長 　南部耕地出張所長

石狩振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部

　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長

空知総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室 胆振総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室

　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長

石狩振興局　産業振興部 石狩振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部

　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長

上川総合振興局　南部森林室

　森林整備課長

空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 上川総合振興局　旭川建設管理部

　事業課長（副部会長） 　千歳出張所長（副部会長） 　長沼出張所長（副部会長） 　岩見沢出張所長（副部会長） 　滝川出張所長(副部会長） 　富良野出張所長（副部会長）

　当別出張所長 　岩見沢出張所長 　岩見沢出張所長 　当別出張所長 　深川出張所長 空知総合振興局　札幌建設管理部

　長沼出張所長 　事業課長 上川総合振興局　旭川建設管理部 　滝川出張所長

　事業課長 　事業課長

札幌河川事務所 千歳川河川事務所 江別河川事務所 岩見沢河川事務所 滝川河川事務所 空知川河川事務所

　計画課長 　特定治水事業対策官 　計画課長 　計画課長 　計画課長 　河川課長

札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部

石狩振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹

石狩振興局　地域創生部　主幹 石狩振興局　地域創生部　主幹 上川総合振興局　地域創生部　地域政策課　主幹 上川総合振興局　地域創生部　地域政策課　主幹

空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部

　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長

　治水課長 　治水課長 　治水課長 　治水課長 　治水課長 　治水課長

札幌市 上川総合振興局　旭川建設管理部 上川総合振興局　旭川建設管理部

　河川事業課長 　維持管理課長 　維持管理課長

　河川管理課長 　治水課長 　治水課長

石狩川（下流）水系外流域治水協議会　地域部会構成員

地域部会 

市 町 村

北海道

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長

事 務 局

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長


